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　福島県の緊急対策が解除となり、伊達市においても新規感染者は緩やかな傾向で推移しています。
これも市民の皆さまのご協力のおかげであり感謝申し上げます。しかしながら、感染拡大地域の10都
道府県では依然として緊急事態宣言による自粛体制が続いており、今後も気を緩めることのできない状
況です。
　2月17日から、国立病院機構などの医療従事者へのワクチン先行接種が始まりました。全国の医療
従事者への接種を経て、4月以降、65歳以上の方に対し順次接種する予定です。伊達市では、ワク
チンを滞りなく接種できるよう体制づくりを進めています。接種の日程や会場などの新しい情報は、広報
紙、対策特別号、ホームページ、ＳＮＳなどで発信し、市民の皆さまが速やかに接種を受けられるよう
進めていきたいと考えております。　
　新たな感染拡大を防ぎ、安心してワクチン接種を進めていくため、市民の皆さまにはこれまで同様マ
スクの着用・手洗い、アルコール消毒や３密の回避、感染拡大地域への不要不急の往来自粛など感染
予防の徹底を継続していただき、体調が悪い時は通勤・通学を控えていただきますようお願い申し上げ
ます。この危機的な状況を乗り越えるため、市民の皆さまの更なるご理解、ご協力をお願い申し上げます。

　　　　　　　　　　　　　　令和３年 2月 25日　　伊達市長　　　　
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休業などで収入が減少した人が指定金融機関
から生活資金の融資を受けた場合に、利子

補給を行います。
■対象�
　・新型コロナウイルス感染症の影響を受け、
　　休業等により収入が減少した人
　・市内に住所を有し、市税の滞納がない人
　・市の指定金融機関（※）から融資を受けた人
　※�福島信用金庫、東邦銀行、福島銀行、大東
銀行、東北労働金庫、ふくしま未来農業協
同組合

■対象となる融資　
　令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月 31日の間
に、生活資金のために借入した融資

■内容
　・利子補給率　1.5％以内（延滞利子を除く）
　・利子補給対象融資限度額　1世帯 100万円
　�・利子補給対象　5年以内
�■申請方法　
　令和 3年 3月 31 日㊌までに、必要書類をそ
ろえて郵送または直接申請してください。
■必要書類　
　①利子補給交付申請書
　　（様式は市ホームページに掲載）
　②�新型コロナウイルス感染症の影響による休業

等から収入が減少したことが確認できるもの
の写し

　③金融機関から発行された返済票などの写し　

生活資金融資利子補給 社会福祉課�☎ 575-1264問
申請期限は 3 月 31日まで
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新型コロナウイルス感染症ワクチンの接種のお知らせ

新型コロナウイルスワクチン接種について、
令和３年２月 18 日時点での情報をお知

らせします。

令和 3 年 2 月 18 日時点のお知らせ

感染者数累計

　国、県の動向を踏まえ開始する予定です。
　今後も、最新情報を随時、広報紙、ホームペー
ジなどでお知らせしていきます。

　優先順位に従って、個人宛てに郵送で接種券
（クーポン券）を送付します。
　また、実際の接種開始日については、決まり

次第ホームページなどへ掲載、または各個人宛
ての接種券（クーポン券）送付の際にお知らせ
します。

　ワクチンは、国から徐々に供給が行われるこ
とになりますので、一定の接種順位を決めて接

接種対象者　優先順位
種を行っていきます。次のような順で接種を受
けていただく予定です。

　市指定会場での「集団接種」と市内医療機関
での「個別接種」を予定しています。
　集団接種会場については、市内の公共施設を
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体調に問題あり

集団接種会場レイアウト（イメージ）

接種券（クーポン券）発送

伊達市新型コロナウイルス対策室　☎ 572-6456問

①高齢者
（令和 3年度中に 65 歳に
達する昭和 32 年 4 月 1
日以前に生まれた人）

②基礎疾患を有する人
   高齢者施設などに
���従事している人

③それ以 外の人　
（16歳以上）　
※希望するすべての市民
が接種できるようにワク
チンは順次供給されま
す。

使用するため、施設利用者の皆さまには大変ご
不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願
いします。
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協力金等の支援策は
P4をご確認ください。

①接種の時期より前に、ご自宅に接種券が届きま
　す。（郵送）
②自身が接種可能な時期が来たことをご確認く
　ださい。
③ワクチン接種を受ける会場、または医療機関
　を決めてください。
④電話 (※１) やインターネット (※２) で予約
　してください。

接種のための手続き
⑤ワクチンを受ける際には接種券と予診票、本
人確認書類、お薬手帳をご持参ください。

（※１)伊達市接種予約相談センター
　　　３月中旬開設予定
（※２)伊達市接種予約サイト
　　　３月下旬開設予定

　ワクチンの効果を十分に得るために、同じ種
類のワクチンを一定の間隔を空けて 2回受ける
必要があります。１回目を受けた際、次回の接
種がいつになるのかご確認ください。

接種回数

※接種するワクチンによって、2回目の接種間
　隔が異なります。

　ワクチンを受けるにはご本人の同意が必要で
す。現在何かの病気で治療中の人や、体調など接

接種は同意が必要
種に不安がある人は、かかりつけ医などとご相談
の上、ワクチンを受けるかを検討してください。

　新型コロナウイルス感染症の発症を予防しま
す。ワクチンを受けた人が、受けていない人よ
りも、新型コロナウイルス感染症を発症した人
が少ないことが分かっています。（※）

ワクチンの有効性（ファイザー社製）
　なお、本ワクチンの接種で十分な免疫ができ
るのは、２回目の接種を受けてから７日程度経っ
てからとされています。
※発症予防効果は、約 95％と報告されています。

　基礎疾患のある人は、高齢者の次に接種開始
予定です。基礎疾患のある人とは、慢性の呼吸

基礎疾患のある人とは
器の病気など次のいずれかに当てはまる人です。

　①慢性の呼吸器の病気
　②慢性の心臓病（高血圧を含む）
　③慢性の腎臓病�
���④慢性の肝臓病（ただし、脂肪肝や慢性肝炎
　　を除く）��������������������������������������������������������������������������
　⑤インスリンや飲み薬で治療中の糖尿病
　⑥血液の病気（ただし、鉄欠乏性貧血を除く）
　⑦免疫の機能が低下する病気（治療中の悪性
　　腫瘍を含む）

⑧ステロイドなど免疫機能を低下させる治療を
　受けている
⑨免疫の異常に伴う神経疾患や神経筋疾患
⑩神経疾患や神経筋疾患が原因で身体の機能が
　衰えた状態（呼吸障害など）��
⑪染色体異常
⑫重症心身障害（重度の肢体不自由と重度の知
　的障害とが重複した状態）
⑬睡眠時無呼吸症候群　　　　

１.　以下の病気や状態で、通院入院している人

２.　基準（BMI�30�以上）を満たす肥満の人
　BMI の計算式
　　体重（㌔）÷身長（㍍）÷身長（㍍）

接種回数 ２回

※ BMI�30 の目安
　　身長 170センチで体重 87㌔
　　身長 160センチで体重 77㌔　

ワクチンの仕組みや接種の意義、接種への疑問や
不安についての相談窓口
※接種予約はできません

厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター
☎0120-761770(フリーダイヤル）
受付時間　９時～ 21時（土日・祝日も実施）
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① 伊達市新分野参入等設備投資応援補助金 ② 伊達市資格取得等支援補助金

概要 競争力を高めるために行う、新技術や新製品の開発、
製品リニューアル、新分野への進出を応援するもの。

従業員の経験や能力向上のために実施する、資格取得
やスキルアップに関する取り組みを支援するもの。

内容

新技術、新製品の開発または製品リニューアル、新分
野への進出にかかる機械装置等費（機械・装置、工具・
器具の購入、製作、借用または改良に要する経費）や
システム構築費（専用ソフトウェア・情報システムの
購入・構築に要する経費）の一部

①�公的団体、研究機関等が実施する職業技能に関する
研修の受講､ 試験または検定等にかかる受講料や検
定料
②�従業員等を対象とした公的団体、研究機関等から派
遣される者が講師を務める職業技能に関する研修の
開催にかかる旅費、謝金、賃借料

補助率

商工観光課　☎ 573-5632

経費の 2/3（千円未満切り捨て）
上限 100 万円

経費の 2/3（千円未満切り捨て）
上限 10 万円

新型コロナウイルス感染症の影響を受けて
いる市内中小企業・個人事業主が、ポス

トコロナ社会を見据えて行う新分野参入や資
格取得などの事業を補助します。
■補助金（詳細は下表）
　①�伊達市新分野参入等設備投資応援補助金
　②伊達市資格取得等支援補助金
■対象者（①②共通）
　本社、支社、工場、事業所、店舗等が伊達
市内にある中小企業・個人事業主で、新型コ

ロナウイルスの影響により、売上が減少してい
る事業者（その他要件あり）
■補助金対象期間
　令和 2年 4月 1日㊌～令和 3年 3月 31日㊌
■受付期間　3 月 31 日㊌まで
■申請先
　　　商工観光課（市役所中央棟3階）に郵送して
　　ください。
　　　〒960-0692
　　　伊達市保原町舟橋180番地

問事業継続奨励金

1 事業者10 万円

経営に大きな影響を受けている市内の中小
企業者・個人事業主を対象に、事業継続

奨励金を支給します。

※日本標準産業分類による

対象業種

建設業 学術研究、専門・技術サー
ビス業

製造業 教育、学習支援業
情報通信業 医療、福祉

運輸業、郵便業 生活関連サービス業、娯
楽業

卸売業、小売業 宿泊業、飲食サービス業

金融業、保険業 サービス業（政治、経済、
文化団体、宗教を除く）

不動産、物品賃貸業

■対象者
　令和３年１月または２月のいずれかの月の売
上高が対前年同月比で 20％以上減少している事
業者

■内　容　1 事業者 10万円
■申請書配布場所（２月 22 日㊊配布開始）
　��①市ホームページ�②市役所（商工観光課、各
総合支所 )�③伊達市商工会（各支所）�④保原
町商工会

■受付期間　４月 30 日㊎まで
■申請先
　　　商工観光課（市役所中央棟3階）に郵送して
　　ください。
　　　〒960-0692
　　　伊達市保原町舟橋180番地

（第 2 弾）

新分野参入・資格取得の補助 商工観光課　☎ 573-5632問


